
ステージⅡ検定会

【 締 切 り 】 2023年2月15日（水）消印有効
締切以後のキャンセルについては、受検料・保険料は返却しません。
※今年度のいずれかの会場で受検された方は、合格点に達しなかった科目を今シーズン内に再受検が可能です。

　詳細は５頁目をご覧ください。

【申込用紙送付・お問い合わせ】※スケジュール詳細（種目毎の実施時間帯予定等）については支部にお問合せください。

公益社団法人 日本プロスキー教師協会　事務局
〒104-0032東京都中央区八丁堀2-2-9 コバキンビル3F
tel:03-5542-5907

【支払い方法】デジエントリーより（コンビニ支払い・クレジットカード決済等を選択可）
https://dgent.jp/e.asp?no=2300011

受検者教育１日目 受検者教育２日目 検定会

※当日の天候・その他の事情により、時間・内容が変更になる場合がありますので、ご了承ください。

※受検者教育（セットとして2日間受講）と検定会はそれぞれを別会場で受講することができます。

　申込用紙に明記してください。

基礎理論科目は事前WEB講習です。事前に学習して試験に臨んでください。

「教師の心得」（アルペンスキー・スノーボード・テレマークスキー共通科目）

https://youtu.be/9UJYYF46K3g

「技術指導法（技術検定含む）」受験種目別

　　アルペンスキー https://youtu.be/kCAj_kDA1yA

　　スノーボード https://youtu.be/gewGKedWoXc

　　テレマークスキー https://youtu.be/EGBF0aEw-N4
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【 参 加 費 】 検定料・・・新　規：25,400円（保険料含む）
　　　　　　再受検：１科目6,500円、2科目13,000円、3科目以上14,200円（保険料含む）

　　　　　　　　　受検者教育受講11,200円（新規受検者同様に2日間受講すること）

【受検資格】 ① 受検を開始する年の 4 月 2 日から翌年 4 月 1 日迄に、19 歳以上になる者（高校在学者は除く）
で、これからスノースポーツ教師(アルペンスキー･スノーボード･テレマークスキー)になろうとする

② 公認スキー学校長の所属証明書を提出できる者。（申込書に記入した場合は後日送付は省略可）
③ ＜アルペンスキー・ステージⅡ＞

　アルペンスキー・ステージⅠまたは国際スキー技術検定シルバー以上（または同等の技能検定）を
有する
＜スノーボード・ステージⅡ＞

　スノーボード・ステージⅠまたはスノーボード技術検定シルバー以上（または同等の技能検定）を
有する
  者。（同等の技能検定＝全日本スキー連盟公認スノーボードバッジテスト２級、日本スノーボード
＜テレマークスキー・ステージⅡ＞
　テレマークスキー・ステージⅠまたはテレマークスキー技術検定シルバー以上（または同等の技能
検定）
※虚偽の申請が判明した場合、受検できません。

④ 実技（31時間）・指導実習（31時間）以上の講習修了証明書を検定申込時に提出できる者。

【受検手続】 ① 申込用紙に記入捺印の上、上半身の写真2枚（3.0㎝×2.4㎝）を貼り提出する。
② 受検会費を支払う。
③ 受検料の有効期限は、初受検年より1年以内とする。ただし、受検料の払い戻しはしない。

【 再 受 検 】 ① 合格点に達しなかった科目のみを再受検をすることができる。
② 再受検の有効期限は初受検年を入れ3年とする。ただし、再受検料は新たに納入しなければならない。
③ 同シーズン内に再受検が可能。

【実技検定】

【使用教材】・ 「SIAオフィシャルメソッド」2020年12月発刊（芸文社）　
※書店にない場合は、SIA事務局までお申込下さい。

・ メダル検定小冊子　挑戦「合格への道」
　公認校に配付済みの物をご使用いただいても結構です。
　下記よりダウンロードいただくことも可能です。
https://www.sia-japan.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/12/0c49d34d507a0f4fa4c0a6164a6c1b93.pdf

【 そ の 他 】 ①

② 締切以後のキャンセルについては、受検料・保険料は返却しません。
③ 最少催行人員　アルペンスキー・スノーボード＝５名、テレマークスキー＝３名

①技術指導法（技術検定含む）※受検種目別
②教師の心得（正会員は免除）※全種目共通
③作文 （正会員は免除）　※作文は検定会申込時に提出すること。

合格された方は、発表会場で下記の金額をお支払いください。
・資格なし：31,000円　（入会金20,000円＋初年度年会費11,000円）
・認定会員（ステージⅠ）：25,000円　（入会金20,000円＋初年度年会費差額5,000円）
・正会員（他種目のステージⅡ～Ⅳ有資格者）：不要

■ステージⅡ検定会（アルペンスキー・スノーボード・テレマークスキー）

　①初歩のターン ②スライディングターン・ショート ③フェイキーターン ④カービングターン ⑤指導実習

　①テレマーク横滑り ②ベーシックショートテレマークターン ③ロングテレマークターン ④バックステップターン ⑤指導実習

＜アルペンスキー・ステージⅡ＞
　①プルークボーゲン ②シュテムターン ③ロングターン ④ショートターン ⑤指導実習

＜テレマークスキー・ステージⅡ＞

＜スノーボード・ステージⅡ＞

 【基礎理論科目】 
事前web講習

（検定会は試験のみ）

https://www.sia-japan.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/12/0c49d34d507a0f4fa4c0a6164a6c1b93.pdf


＜アルペンスキー・ステージⅡ＞　　セミブロンズ、ブロンズレベルの指導 
1.プルークボーゲンの導入　
2.シュテムターンの導入
3.シュテムターンからロングターンの導入
4.ずれを使ったショートターンの導入
＜スノーボード・ステージⅡ＞
1．スケーティングと片足装着での滑走から停止への導入(両サイド）
2．横滑り(トウサイド)の導入
3．トウサイドからヒールサイドのワンターンへの導入
4．ヒールサイドからトウサイドのワンターンへの導入
5．初歩のターンからスライディングターンへの導入
＜テレマークスキー・ステージⅡ＞
1．テレマークポジションの説明とテレマーク直滑降の指導
2．テレマーク斜滑降と山回りの指導
3．プルークテレマークターンができる人を、シュテムテレマークターンへ導入
4．バックステップターンの有効性の説明と指導
5．前後差が少なく不安定なテレマークポジションの人を、安定したポジションへ
6．ターン後半に内倒になる人を適正なテレマークポジションへ

□ ① 「公益社団法人 日本プロスキー教師協会 ステージⅡ検定会 申込書」の提出（SIA事務局宛）

□ ② 作文「理想とするスノースポーツ教師像」の提出　（①と併せてSIA事務局宛）

□ ③ 「参加費」の入金　（デジエントリー）

□ ④ 「使用教材」の準備

□ ⑤

「教師の心得」
　※全種目（アルペンスキー、スノーボード、テレマークスキー）共通科目
「技術指導法（技術検定含む）」
　※各種目（アルペンスキー、スノーボード、テレマークスキー）毎の専門科目
事前WEB講習(youtubeで動画視聴）

□ ⑥

「救急法講習受講証」のコピー提出

※後日で構いませんので、救急法講習受講証をご提出ください。
　取得期限は最大2023年9月末日までとしています。
　ただし、今後のコロナウイルスの状況を鑑みながら、早期の取得を推奨します。

受検手続きチェックリスト

2022-2023ステージⅡ指導実習試験テーマ



再受検対応種目一覧

アルペンスキー・ステージⅡ
再受検種目 今年度受検する種目
アルペンスキーの対象に応じた指導法・技術検定 技術指導法（技術検定含む）

教師の心得

作文

プルークボーゲン

シュテムターン

パラレルターン・ロング ロングターン

基礎パラレルターン・ショート ショートターン

指導実習

スノーボード・ステージⅡ
再受検種目 今年度受検する種目
スノーボードの対象に応じた指導法・技術検定 技術指導法（技術検定含む）

教師の心得

作文

初歩のターン

フェイキーターン

ロングターン カービングターン

ショートターン スライディングターン・ショート

指導実習

テレマークスキー・ステージⅡ
再受検種目 今年度受検する種目
テレマークスキーの対象に応じた指導法・技術検定 技術指導法（技術検定含む）

教師の心得

作文

基礎テレマークターン テレマーク横滑り

バックステップターン

テレマークターン・ロング ロングテレマークターン

テレマークターン・ショート ベーシックショートテレマークターン

指導実習

アルペンスキー・ステージⅢ
再受検種目 今年度受検する種目
スノースポーツ技術の変遷 スノースポーツの変遷

指導者論・技術検定 技術指導論（技術検定含む）

パラレルターン・ロング伸身 ロングターン

パラレルターン・ロング屈身 シュテムターン

パラレルターン・ショート ショートターン

総合滑降

指導実習

スノーボード・ステージⅢ
再受検種目 今年度受検する種目
スノースポーツ技術の変遷 スノースポーツの変遷

指導者論・技術検定 技術指導論（技術検定含む）

ロングターン カービングターン

ショートターン

総合滑降

エアー

指導実習

テレマークスキー・ステージⅢ
再受検種目 今年度受検する種目
スノースポーツ技術の変遷 スノースポーツの変遷

指導者論・技術検定 技術指導論（技術検定含む）

フロントステップターン ８の字スケーティング

テレマークターン・ロング スーパーロングテレマークターン

テレマークターン・ショート ショートテレマークターン

総合滑降 リズム変化（ロング・ショート）

指導実習

新教程（SIAオフィシャルメソッドをよく読んで練習して参加してください）



会場一覧

アルペンスキー・ステージⅡ検定会、ステージⅢ検定会

日程 会場 支部 申込〆切

2023年2月28日（火）～3月 2日（木） 箕輪
北東北
南東北

2023年2月15日

2023年3月 8日（水）～10日（金） 志賀高原・一ノ瀬 志賀高原 2023年2月15日

2023年3月 8日（水）～10日（金） ハチ高原 西日本 2023年2月15日

2023年3月10日（金）～12日（日） 朝里川温泉 北海道 2023年2月15日

2023年3月15日（水）～17日（金） 神立スノーリゾート 関越 2023年2月15日

2023年3月15日（水）～17日（金） 菅平高原
長野東北信
長野中信

2023年2月15日

スノーボード・ステージⅡ検定会、ステージⅢ検定会

日程 会場 支部 申込〆切

2023年3月10日（金）～12日（日） 朝里川温泉 北海道 2023年2月15日

2023年3月15日（水）～17日（金） 菅平高原
長野東北信
長野中信

2023年2月15日

テレマークスキー・ステージⅡ検定会、ステージⅢ検定会

日程 会場 支部 申込〆切

2023年3月15日（水）～17日（金） 菅平高原
長野東北信
長野中信

2023年2月15日

※今年度のいずれかの会場で受検された方は、合格点に達しなかった科目を今シーズン内に再受検が可能です。

日程 会場 支部 申込〆切

2023年3月10日（金） 志賀高原・一ノ瀬 志賀高原 2023年3月5日

2023年3月10日（金） ハチ高原 西日本 2023年3月5日

2023年3月12日（日） 朝里川温泉 北海道 2023年3月7日

2023年3月17日（金） 神立スノーリゾート 関越 2023年3月12日

2023年3月17日（金） 菅平高原
長野東北信
長野中信

2023年3月12日



各会場　受付場所・宿泊・リフト券について

会場 受付場所 宿泊 リフト券 お問い合わせ

箕輪

北東北
南東北

ホテルプルミエール箕輪内
グランドフロア・スクール
（スクエアスキーレッスン）
カウンター

「ホテルプルミエール箕輪」
〒969-2751
福島県耶麻郡猪苗代町 大字若宮字吾
妻山国有林194林班

＜申込方法＞
検定会申込（デジエントリー）時にオ
プション選択を行ってください。
料金は現地でお支払いください。

＜通いの方＞
現地受付にて割引販
売(3,000円)予定。
料金は現地でお支払
いください。

＜ホテルプルミエー
ル箕輪ご宿泊の方＞
宿泊者割引2,000円。
ホテルフロントにて
お買い求めくださ
い。

南東北支部
支部長　梁取克昌
TEL.090-4047-3859
katsu-ya@poem.ocn.ne.jp

志賀高原
一ノ瀬

志賀高原

「ホテルジャパン志賀」
２Ｆ　もやい亭

「ホテルジャパン志賀」
〒381-0401
長野県下高井郡山ノ内町志賀高原一の
瀬

＜宿泊申込窓口＞
ジャパンパラレルスキースクール
info@ski-jpss.com

＜通いの方＞
各自でご用意くださ
い。

＜ホテルジャパン志
賀ご宿泊の方＞
宿泊者割引あり。
宿泊申込の際にジャ
パンパラレルスクー
ルへお問い合わせく
ださい。

志賀高原支部
支部長　高野恒一郎
TEL.090-3519-5402
takano@ski-jpss.com

ハチ高原

西日本

「パークホテル白樺館」
２Ｆ　ロビー

「パークホテル白樺館」
〒667-1124
兵庫県養父市丹戸８９６−２

＜申込窓口＞
西日本支部　支部長　井上　強
t-inoue@hachikougen.co.jp

割引あり。
受付時にお申し出く
ださい。

西日本支部
支部長　井上　強
TEL.090-8887-1603
t-inoue@hachikougen.co.jp

朝里川温泉

北海道

朝里川温泉スキー場
センターハウス１F

各自でご手配ください。
「ウィンケルビレッジ」
〒047-0154
小樽市朝里川温泉2丁目686
TEL:0134-52-1185
担当：藤井
　fujii@winkel.co.jp

割引あり。
受付時にお申し出く
ださい。

北海道支部
副支部長　藤井　洋
TEL. 0134-52-1185
（株式会社ウィンケル）
fujii@winkel.co.jp

神立
スノーリゾート

関越

神立スノーリゾート
グランドベース２F
スクール受付

各自でご手配ください。
「ペンションダックテール」
〒949-6103
新潟県南魚沼郡湯沢町土樽1041-2
TEL. 025-787-0302

お問い合わせくださ
い。

関越支部
支部長　田中宏典
TEL.090-4855-4300
hironori.tanaka@naebasnow.jp

菅平高原

長野東北信
長野中信

菅平高原プラザホテル

各自でご手配ください。
「菅平高原プラザホテル」
〒386-2204
長野県上田市菅平高原菅平1223−3244
TEL.0268-74-2345

各自でご用意くださ
い。

長野東北信支部
支部長　木村信貴
TEL.090-2835-6281
sk_bnr32skylinegt_r@yahoo.co.jp



種目

日程

日程

種別

（ 　） （ 　） （ 　）

（ 　） 教師の心得 （ 　） 教師の心得 （ 　） 教師の心得

（ 　） 作文 （ 　） 作文 （ 　） 作文

（ 　） プルークボーゲン （ 　） 初歩のターン （ 　） テレマーク横滑り

（ 　） シュテムターン （ 　） スライディングターン・ショート （ 　） ベーシックショートテレマークターン

（ 　） ロングターン （ 　） フェイキーターン （ 　） ロングテレマークターン

（ 　） ショートターン （ 　） カービングターン （ 　） バックステップターン

（ 　） 指導実習 （ 　） 指導実習 （ 　） 指導実習

受検者教育（　　）11,200円
1科目 （　　） 6,500円
2科目 （　　）13,000円
3科目以上 （　　）14,200円

公認スキー学校所属証明書
実技・指導実習講習修了証明書

　受検NO． 　　　　　　　　
年　　月　　日

　氏名 　　　　　　　　　　 校長名：　　　　　　　　　印

（　　）なし 
（　　）認定会員（APⅠ、SBⅠ、TMⅠ）
（　　）正会員（APⅡ～Ⅳ、SBⅡ～Ⅳ、TMⅡ～Ⅳの有資格者）

生　年　月　日 西暦　　　　　年　　　月　　　日生　　　現在　　　才 3×2.4

公益社団法人 日本プロスキー教師協会　 ステージⅡ検定会 申込書

ふ　り　が　な
男　・　女

写真及び捺印の無いものは無効

氏　　　　　名 　印　

写

真
現在のＳＩＡ資格

所属公認学校名

合格後の
協会登録住所
（自宅等）

〒　　　　　－

電話（　　　　　－　　　　　－　　　　　）

受検者教育
※下記の受検会場と異なる場合のみ記入

携帯電話 　　　　　－　　　　　－　　　　　　　

E-mail

（　　）アルペンスキー　（　　）スノーボード　（　　）テレマークスキー

会場
（スキー場名）

（　　）新　規　　　（　　）再　受　検　※以下の再受検科目に○をする

受検会場

再
受
検
科
目

アルペンスキー スノーボード テレマークスキー
技術指導法（技術検定含む）技術指導法（技術検定含む）技術指導法（技術検定含む）

会場
（スキー場名）

送金明細

3×2.4

公益社団法人 日本プロスキー教師協会
ステージⅡ検定会

受検票
上記の者は、当スキー学校に所属し、所定の実
技（31時間）・指導実習（31時間）の講習を修
了していることを証明いたします。写

合計金額　　　　　　　円　

真

（　　）25,400円 再受検新規



種目

会場
（ｽｷｰ場）

日程

会場
（ｽｷｰ場）

日程

種別

（ 　） （ 　） （ 　）

（ 　） 教師の心得 （ 　） 教師の心得 （ 　） 教師の心得

（ 　） 作文 （ 　） 作文 （ 　） 作文

（ 　） プルークボーゲン （ 　） 初歩のターン （ 　） テレマーク横滑り

（ 　） シュテムターン （ 　） スライディングターン・ショート （ 　） ベーシックショートテレマークターン

（ 　） ロングターン （ 　） フェイキーターン （ 　） ロングテレマークターン

（ 　） ショートターン （ 　） カービングターン （ 　） バックステップターン

（ 　） 指導実習 （ 　） 指導実習 （ 　） 指導実習

受検者教育（　　）11,200円
1科目 （　　） 6,500円
2科目 （　　）13,000円
3科目以上 （　　）14,200円

公認スキー学校所属証明書
実技・指導実習講習修了証明書

　受検NO． 　　　　　　　　
２０＊＊年＊＊月＊＊日

 氏名 　　　　　　　　　　 校長名

合計金額　　　　　　　25,400円

送金明細

新規 （　　）25,400円 再受検

須木 花子 校長 太郎
真

3×2.4

公益社団法人 日本プロスキー教師協会
ステージⅡ検定会

受検票
上記の者は、当スキー学校に所属し、所定の実
技（31時間）・指導実習（31時間）の講習を修
了していることを証明いたします。写

公益社団法人 日本プロスキー教師協会　 ステージⅡ検定会 申込書

ふ　り　が　な すき　はなこ
男　・　女

写真及び捺印の無いものは無効

氏　　　　　名 須木 花子
写

真
現在のＳＩＡ資格

（　　）なし　
  
  
  

電話（　　０３　－　５５４２－　５９０７）

　東京都中央区八丁堀２－２－９　ｺﾊﾞｷﾝﾋﾞﾙ3F

生　年　月　日 西暦　１９＊＊年　＊＊月　＊＊日生　　　現在　＊＊才 3×2.4

合格後の
協会登録住所
（自宅等）

〒　104　－ 0032

所属公認学校名 SIAプロスノースクール

　　０９０　－　＊＊＊＊　－　＊＊＊＊　　　　　　　
E-mail

（　　）アルペンスキー　（　　）スノーボード　（　　）テレマークスキー

　　info@sia-japan.or.jp

携帯電話

20**年**月**日、**日

20**年**月**日

再
受
検
科
目

（　　）新　規　　　（　　）再　受　検　※以下の再受検科目に○をする

受検者教育
※下記の受検会場と異なる場合のみ記入

受検会場

アルペンスキー スノーボード テレマークスキー
技術指導法 技術指導法 技術指導法

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

須
木

校
長

記入例



理想とするスノースポーツ教師像

540字

600字

660字

注意事項：600字程度（540～660字）でまとめなさい。 ※検定会申込時に提出すること

ＳＩＡステージⅡ検定

テーマ：

氏名

作　　文

教育部使用欄 評価 講評


